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１． 概要 

 日本学術振興会「超伝導エレクトロニクス 

第 146 委員会」では、表記の国際会議を以下

のように開催した。 

○開催期間：平成 27 年 7月 6日（月）～平成

27 年 7 月 9日（木）（4日間） 

○開催場所：愛知県名古屋市、名古屋大学豊

田講堂ならびに名古屋能楽堂 

○発表件数：196 件（基調講演 6 件、口頭講

演 43 件（招待講演 14 件を含む）、ポスタ

ー講演 147 件） 

○参加者数：247 人（学界：206 人、産業界

41 人）、国別では日本 161 名、以下中国 23

名、米国 20名、ドイツ 8名、台湾 5名、韓

国 5 名、トルコ 4 名、南アフリカ共和国 4

名、ロシア 4 名、オーストラリア 4 名など

15 か国 

○予算総額：16,143 千円（独立行政法人日本

学術振興会経費負担額 3,269 千円を含む） 

 

２．実施内容・成果及び成果公開について 

 超伝導エレクトロニクスでは、ゼロ抵抗、

磁束量子化、ジョセフソン効果と言った超伝

導特有の現象を積極的に利用し、他の素子で

は到達し得ない高性能なシステムの構築を目

指している。その応用範囲は極めて広く、高

感度磁力計をもとにした医療診断や資源探査

装置、高エネルギー分解能の電磁波・粒子検

出器などは既に実用化のレベルに達している。   

一方、この 10 年の間に、新しい物理の発見

と素子化が相次いだ。たとえば、ジョセフソ

ン双対素子の発見は、量子電流標準を可能と

し、電気素量の絶対測定が計画されている。

また、磁性ジョセフソン接合の発見により、

超伝導の巨視的波動関数の位相差が制御可能

となった。さらには、超伝導薄膜にナノスケ

ールの加工を施すことで、従来の概念を超え

る新しい素子が発明されている。本会議では、

このような進展著しい超伝導エレクトロニク

スに関し、第一線の研究者が一堂に会して、

最新の成果や今後の実用化の方向性を議論し

た。 

国際超伝導エレクトロニクス会議は、今回

で 15 回目となるが、1回目からのポリシーと

して、シングルセッション構成とすることが

申し合わされている。本研究領域は、上述し

たように、基礎から応用まで含めると、カバ

ーする領域が非常に広く、普段の研究活動で

は研究者同士の交流が必ずしも多くはない。

そこで、参加者がすべての講演を聴講できる

ようにすることで、お互いの研究の内容とそ

の進捗を理解し、新たな展開を模索する場に

したいという意思の表れであった。 

今回の会議においても、この考えを踏襲し、

シングルセッション構成とした。加えて、コ

ーヒーブレイクの回数、時間の工夫により参

加者同士が議論する時間を確保した。会場が

大学であったため、宿泊施設からの移動にあ

る一定の時間がかかる。早朝のセッション前

にもごく簡単な軽食を出すことで、出席率の

向上と出会いの場の創出を図った。 

会議では、6 名の研究者からの基調講演と

ともに、7 つの口頭発表セッションと 3 つの

ポスターセッションを設けた。基調講演の講

師には、地域性も考慮しつつ、物理、新規デ

バイスなど各研究分野の一流の研究者を選出

し、最先端の研究内容を紹介していただいた。

具体的には、以下のとおりである。 

(1) J. S. Tsai, Tokyo University of Science, 
“Coherent Quantum Phase slip” 

(2) M. Siegel, Karlsruhe Institute of 
Technology, “Superconducting Single 
Photon and THz Detectors” 

(3) O. A. Mukhanov, Hypres, Inc., “Recent 
Progress in Digital Superconducting 
Electronics” 

(4) J. Clarke, University of California, 
Berkeley, “The SQUID at 50: From 



Cosmology to Medicine” 
(5) S. K. Tolpygo, MIT Lincoln Laboratory, 

“Fabrication of Superconducting Very 
Large Scale Integrated Circuits” 

(6) Hu-Jong Lee, Pohang University of 
Science and Technology, “Graphene- 
Based Josephson Junctions; A New 
Platform for Quantum Device 
Applications and Fundamental 
Studies” 

総講演数は 196 件（基調講演 6 件、口頭発

表 43 件、ポスター発表 147 件）であった。

招待講演による口頭発表 14 件に加え、参加者

の関心が高いと思われるポスター講演につい

ても、16 件を招待ポスター講演として、発表

スペースを倍とし、より詳細な説明が可能と

なるような工夫をした。 
講演申込は、基礎となる物理に加え、実験

の基本となる薄膜形成やその加工が寄せられ

た。またそれらの応用として、バイオ、材料

分析、天文、通信・情報処理の分野を目指し

た最新の超伝導エレクトロニクスに関する内

容が集まった。参加者の専門も、上記を反映

し、物性物理、医療応用、電波天文学、計算

機アーキテクチャ等の専門家と言った幅広い

研究者となっている。さらに、本委員会の賛

助企業も含め国内外の実用化手前の応用シス

テムに関する申込も含まれた。これらは、査

読を通して、発表を承認している。本会議で

の議論を通して、異分野融合や実用化の加速

がなされたものと考えている。 
最近の超伝導エレクトロニクスの進展は、

新たな物理の発見に依るところが大きい。本

会議では、基礎となる物理の重要性を改めて

喚起することを意識し、「デバイス物理」セ

ッションを新設した。そこでは、萌芽的な研

究発表が活発になされた。将来の新デバイス

の創成や新応用領域の創出に繋がるものと考

えている。 
 研究の成果は、Extended Abstract にまと

め、USB メモリならびにネットワークを介し

て参加登録者に閲覧できるようにした。また、

発表者本人の同意が得られた 63 件の発表に

ついては、簡単な査読を経て Extended 
Abstract の内容を IEEE Proceedings として

出版、公開した。さらに、この中から幾つか

は、内容を発展させ、通常の査読のプロセス

を経て、2016 年 8 月に出版される IEEE 

Transaction on Applied Superconductivity
の特集号へ掲載される。また、一部は電子情

報通信学会英文誌へも投稿を推薦し、同様な

プロセスを通して、2016 年 6 月に 3 件の招待

論文を含む 7 件の関連論文が出版される予定

となっている。 

 会場は、4 日間のうち 3 日間を名古屋大学

豊田講堂とし、1日だけ名古屋能楽堂とした。

会場費の抑制とともに、外国からの参加者が

日本の文化に触れる機会を創出することを意

識したものである。また、名古屋大学は国際

会議支援を積極的に進めており、本国際会議

でもハード面、ソフト面でさまざまな支援を

受けた。コンベンションバッグやノートは、

この支援によるものである。また、同支援策

の一環として、公益財団法人名古屋観光コン

ベンションビューローと連携協定を締結して

 
 

名古屋大学会場 
名古屋能楽堂会場 



おり、本会議は連携下での国際会議支援のモ

デルケースとして位置付けられた。具体的に

は、大学を起点として数時間から半日程度の

範囲内で行ける見どころマップ、1-2 時間程

度の散策を主眼とした近隣ウォーキングマッ

プなどの提供を受けた。 

 

３．今後の課題について 

 国際超伝導エレクトロニクス会議は、アジ

ア、欧州、北米の各地域を順番に回って開催

される。しかし、日本の研究力の高さを反映

し、日本での開催は 6 回目となった。現在で

も日本が世界のけん引役であることは間違い

ないが、30 年間の歴史の中で、今回の会議に

特徴的な傾向が見られたのも事実である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 従来との最も大きな違いは、参加国・参加

者の傾向である。参加者の総数自身は大きな

変化はなかったものの、欧米からの参加が減

り、逆に中国が急増した。欧州は、超伝導エ

レクトロニクスに対するファンディングが減

り、その結果研究者人口が減少していると聞

く。米国は、国家的なプロジェクトが続いて

いるが、知的財産保護の関係で、限られた発

表しか行われなかった。我が国も、大きな研

究資金を得ている研究機関からの出席者が多

く、裾野の広がりに懸念を抱かざるを得ない。

加えて、企業の研究者の参加は多いとは言え

ない現状である。 

 本会議では、普段はフィールドの異なる分

野の研究者の自由な討議を促し、新たな発展

の芽を創出することを主眼の一つとした。先

進地域である欧米からの参加者数が減少した

点は、この趣旨に水を差す結果となりかねな

いと感じている。また、特に日本において、

より多くの研究機関、企業からの参加を促す

必要がある。そのために、従来に比べ大きく

進展した超伝導エレクトロニクスの真の姿を

伝える努力が必要と考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ポスター発表会場 


